
2023年度競技会要項 2023.3.3Ver.今後変更することもあります

◁競技会の参加申込及び出場についての注意事項▷

１．申込について

⑴ 大会要項に準拠していること。特に参加資格・参加制限には注意すること。

⑵ 申込受付期間内に必着するように、ＷＥＢ又はE-mailにて申し込むこと。

⑶ 申込期日は各競技会要項に記載してある期日を厳守すること。（以後の受付はしない）

⑷  申込一覧票には必ず「公認の最高記録」を記入すること。特に記録による出場制限のある競技会では、各大会要項

に示す参加標準記録をクリアした公認の記録を必ず記入すること。記入していない場合は申込を受け付けない。

⑸ 参加料が受付期間内に納付されないときは申込を取り消す。

⑹ 申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと。

２．ＷＥＢでの申込については、大阪陸協ホームページにて詳細を確認のうえ申し込むこと。

尚、登録の関係で手元にID・パスワードが届いていない場合は、E-mailによる申込をすること。

３．E-mailによる申込

⑴ 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードする。

・必要事項を記入のうえ、ファイル名を申し込む試合名と学校名または所属コード等に変更し、下記のアドレスまで添付

ファイルで送付すること。

尚、送信の際にはメールの件名にも必ず競技会名と所属（学校）名をつけること。

再送信の場合には、本文中に再送信の理由を記入すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申込メールを受信したら、「大会申込を受信いたしました」と返信メールする。

（日・月・祝日は休業のため翌営業日に返信する）

尚、返信メールは自動送信ではないため、返信に時間がかかる場合がある。申込送信後「３日」過ぎて返信メールがな

い場合は、申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

⑵ 参加料は締切り日までに、下記の口座に銀行振込みにより納めること。（申込期間内厳守/現金の持参は不可とする）

尚、大阪陸協より問い合わせをすることがあるので、振込票の受領書は廃棄せず必ず保管しておくこと。納付された参

加料は原則として返金しないので、注意すること。

４．手書き用紙による申込

2020年度より手書き用紙による申込はなくなりました。WEB又はE-mailによる申込をして下さい。

尚、どちらの申込方法もできない方は、陸協事務所にて申込を受け付けますので、申込内容を記載した資料を持って、

陸協事務所までおいで下さい。説明をさせていただいた上で、事務所のPCを使って各自で申込をしていただきます。



５．参加料について

(A)参加標準記録が設定されている競技会

大阪陸協登録者 他府県陸協登録者

区 分 一般種目 混成競技 リレー 一般種目 混成競技 リレー

一 般 1,500 3,000 2,300 3,000 6,000 5,000

高校生 1,000 3,000 1,100 3,000 6,000 5,000

中学生 750 1,100 3,000

小学生 450

(B)参加標準記録が設定されていない競技会

大阪陸協登録者 他府県陸協登録者

区 分 一般種目 リレー 一般種目 リレー

一 般 1,100 1,600 2,000 2,500

高校生 800 1,100 2,000

中学生 600 1,100 1,000

小学生 400 800

(C)下記の競技会は、参加料が別途設定されていますので、各大会要項を参照して下さい。

・日本グランプリ大阪大会第10回木南道孝記念陸上

・大阪ロードレース

６．大会当日のプログラムの配布

  ※以前は下記「 」の取り扱いをしておりましたが、２０２１年３月１日以降、新型コロナ感染症感染防止対策の１つとして選手  

へのプログラム配布を取りやめています。感染防止対策が不必要になった時点で再考させて頂きます。

「個人登録者を除き、申し込みをされた団体に４名に１冊の割当でプログラムを配布する。

尚、足らない場合は、当日にプログラムを販売するので購入すること。ただし、販売予定数量に限りがある。」

７．出場について

⑴ 服装は清潔で不快に思われないようにデザインされ、濡れてもすきとおらないものを着用すること。

⑵ アスリートビブスは、番号布（日本陸連規定24㎝×16㎝）に数字のみ（番号数字の太さ１㎝程度・高さ10㎝以内とす

る）を作成し、背と胸（跳躍競技は背か胸のみでも可）に必ずつけること。

イ 数字は遠くからでも、はっきりと見えるように書くこと。

ロ アスリートビブスの四隅はしっかりととめておくこと。

※ アスリートビブスは申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラム記載）で、各自用意 すること。

なお、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクで作成すること。

⑶ スパイク・ピンは全天候舗装競技場では「９㎜」以下を使用すること。

ただし、「走高跳・やり投」については「12㎜」以下とする。ピンの本数は「11本」以内とする。

８．免責について

⑴ 競技中に生じた事故について、応急処置の他一切の責任を負わないので、各自傷害保険等に加入しておくこと。

⑵ 競技会に関わる全ての人の感染に対する一切の責任を負わない。

⑶ 会場内での紛失・盗難などについて、一切の責任を負わない。

９．大会参加に関わる個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて

参加申込書等を通じて取得される個人情報及び肖像権の取り扱いに関して以下のとおり対応します。

⑴ 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い

① 大会プログラムに掲載されます。

② 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。

③ 競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。

⑵ スタートリスト・競技結果（記録）等の取り扱い



① 大阪陸上競技協会や関係団体（日本陸上競技連盟等）から、ホームページ等を通じて公開されることがあります。

② 認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがあります。

③ 大会プログラム掲載の個人情報とともに、大阪陸上競技協会が作成する大会記録集に掲載されます。

④ 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラムに掲載されることがあります。

⑶ 肖像権に関する取り扱い

①  認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・大会記録集及び関連ホームページ等で公開される ことが

あります。

② 認められた報道機関等が撮影した映像が中継または録画放映されることがあります。

③ この他、大阪陸上競技協会の許可にもとづき、記念写真等が販売されることがあります。

⑷ 大阪陸上競技協会としての対応について

① 取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。

② 参加申込書の提出により、上記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして、対応いたします。

③ 個人情報等の掲載または公開等に関してのご質問は、大阪陸上競技協会までご連絡下さい。

10．新型コロナウイルス感染症感染防止対策について

競技会への参加は、大阪陸協ホームページに掲載してある新型コロナ感染症感染防止対策をご理解・ご了承の上、申し

込みをしてください。

11．その他

⑴ 靴底の厚さに関する規定(TR5.2) 表   ※2024年10月31日まで

種目 靴底最大の厚さ

(TR5.5、ＴＲ５．２)

要件・備考

フィールド種目

(除：三段跳)

２０ mm

全投てき種目と高さを競う跳躍種目および三段跳を除く長さを競う

跳躍種目に適用。

全フィールド種目で、靴の前の部分の中心点の靴底の厚さは、踵

の中心点の靴底の厚さを超えてはならない。

三段跳 ２５ mm 靴の前の部分の中心点の靴底の厚さは、踵の中心点の靴底の厚

さを超えてはならない。

トラック種目

(ハードル種目を含み、800m未満の種目)

２０ mm リレーにおいては、各走者が走る距離に応じて適用する。

トラック種目

(障害物競走を含み、800m以上の種目) ２５ mm

リレーにおいては、各走者が走る距離に応じて適用する。

競技場内で行う競歩競技の靴底の最大の厚さは、道路競技と同

じとする。

道路競技 （競走、競歩） ４０ mm

適用除外について

木南記念大会・大阪選手権以外の大会において、全フィールド種目で「靴の前の部分の中心点の靴底の厚さは、踵の中

心点の靴底の厚さを超えてはならない」の規定を適用除外する。適用除外される大会については要項等に記載される。

※2024年11月1日以降

種目 靴底最大の厚さ 要件・備考

トラック種目・ハードル種目・障害物競走

２０ mm

スパイクシューズ

または

ノン・スパイクシューズ

リレーにおいては、各走者が走る距離に応じて適用する。

競技場内で行う競歩競技の靴底の厚さは、道路競技と同じとす

る。

フィールド種目 ２０ mm

全跳躍種目で、靴の前の部分の中心点の靴底の厚さは、踵の中

心点の靴底の厚さを超えてはならない（前足の中心は、靴の内部

の長さの75%にある靴の中心点。踵の中心は、靴の内部の長さの

12％にある靴の中心点）。

道路競技 （競走、競歩） ４０ mm



口座・通帳番号 14170

口座名義 ｻﾞｲ)

ｵｵｻｶﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ

口座番号 普通 319141

⑵  大阪陸上競技協会事務所は平日は10時～ 16時30分（但し13時～ 14時は休憩時間）、土曜日は13時で終了しま

す。尚、日曜・月曜・祝日は休業です。

⑶ 大阪陸上競技協会事務所の所在地

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1  ヤンマースタジアム長居内

TEL 06-6697-8899 FAX 06-6697-8766

⑷ 大阪陸協主催主要競技会の競技日程（競技順序等）は、下記の大阪陸協ホームページに掲載する。

大阪陸協ホームページアドレス https://www.oaaa.jp/

＜参加料の支払い方法＞

ゆうちょ銀行口座への振込みにより参加料を納付 ※現金持参不可※

※納付された参加料は原則返金しない。

参加料は競技会別・所属団体別に納付すること。まとめての振り込みは認めません。

★参加料振込先

⑴ゆうちょ銀行から

ゆうちょ銀行への振込みの場合

⑵ゆうちょ銀行およびその他の金融機関(三井住友

等）からのゆうちょ銀行への振込みの場合

※振込名義について

名義人は

① 団体 『所属（団体）コード＋所属・団体名（カタカナ）』で記入 （例 27＊＊＊＊オオサカタロウ）

② 個人 『270000＋氏名（カタカナ）』で記入 （例 270000オオサカタロウ）

③ 申込責任者

④ 記入していただいた振込名義

いずれかの名義でお振込み下さい。

※記入していただいた名義と実際にお振込みしていただいた名義が同じであれば確認できますが、上記以外の名義で

振込みをされた場合、確認できない事がありますので必ず事務局までご連絡下さい。

※ゆうちょ銀行振込み後の受領書（お控え）は競技会終了まで必ず保管しておいて下さい。

確認をさせていただく場合があります。

支店名 四一八（ヨンイチハチ）

支店番号 418

口座名義 ｻﾞｲ)

ｵｵｻｶﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷｮｳｶｲ

口座番号 普通 0031914


